
白樺文学館

開館 9:30 ～16:30（入館は16:00まで）休館 月曜（祝日の場合は翌平日）　所在地：千葉県我孫子市緑 2-11-8　TEL：04-7185-2192
入館料：一般 300 円、高校・大学生 200 円、中学生以下無料、団体 20 名以上 2割引

開館 9:00 ～16:30（入館は16:00まで）休館 月曜（祝日の場合は翌平日）　所在地：千葉県我孫子市緑 2-5-5　TEL：04-7182-8578
入館料：一般 300 円、高校・大学生 200 円、中学生以下無料、団体 20 名以上 2割引

鳥の博物館

開館 9:30 ～16:30　休館 月曜（祝日の場合は翌平日）　所在地：千葉県我孫子市高野山 234-3　TEL：04-7185-2212
入館料：一般 300 円、高校・大学生 200 円、中学生以下無料、団体 20 名以上 2割引、70 歳以上の方・障がい者とその付添いの方 無料

鳥の博物館
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「アビシルベ」「アビシルベ」

開館時間／9:00～18:00 開館時間／9:00～18:00
休   館   日／年末年始（12/29～1/3）のみ休   館   日／年末年始（12/29～1/3）のみ

〒270-1151
      千葉県我孫子市本町2丁目1番10号  
TEL 04-7100-0014  FAX 04-7108-0014
www.abikoinfo.jp アビシルベ

我孫子駅
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我孫子南口店

国道 356 号
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けやきプラザ
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我孫子市マスコットキャラクター
手賀沼のうなきちさん
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abishirube または abikoinfo

アビシルベ または  @ABISHIRUBE

@abishirube または @ABISHIRUBE 

アビシルベ または abikoinfo 

最新情報はインターネットで！ 
HomePage

YouTube にて動画配信中！
●アビストde Night ★
　毎月多彩なゲストをお迎えして我孫子の
　魅力あふれる情報をお伝えしています。
●我孫子の美味しい処
　レストラン、カフェ、居酒屋、バーなど
　アビシルベのスタッフがご紹介します。
●イベント情報
　イベントやお祭りのレポやプロモなど
●うなきちパラダイス
　これを観れば振付けもバッチリ！

5／17（金）18：00～19：00
アビスト de Night☆

5／11（土）13：00～ 25（土）
第十九回我孫子アートな散歩市
「作家プロフィール展示」

＊3 館共通券：一般 600 円、高校・大学生400 円（３館とは、鳥の博物館・白樺文学館・杉村楚人冠記念館のことです。）

テーマトーク
「てがたん展」
第８3回企画展

場所：鳥の博物館 ２階 企画展示室

我孫子インフォメーションセンター
「アビシルベ」発行（月刊）

山階鳥類研究所員（鳥類研究者）による講演会です。

—第10回̶
（最終回）

白樺の調べ

「和解」を読む

LIVE !

・エキゾチックアニマルカフェ＆バー「パライゾ」
・Enjoy 手賀沼！2019
・HULALOHA’eha（フラロハ エハ） 
・あびこ農産物直売所「あびこん」創業祭
・手賀沼親水広場プラネタリウム「星空CD演奏会」
・第19回我孫子アートな散歩市
・ほくほく北まつり
・我孫子市3館イベント情報
　（白樺文学館・杉村楚人冠記念館・鳥の博物館）

5月18日（土）～7月7日（日）

開催中～6月16日（日）

時間：13：30 ～14：15（開場13：15）
会場：鳥の博物館 ２階 多目的ホール

申込：不要（当日先着５０名）
参加費：無料（入館料別途）

5／18（土）・19（日）
第十九回我孫子アートな散歩市
「作品展示・販売」

場所：白樺文学館1階ピアノサロン
定員：先着20名
参加費：無料
　　　（ただし入館料がかかります）

春先に萌え出る若葉のようなさえ
た黄緑色は、まさに新緑の季節
の色です。我孫子市内は樹木が
多いため、街全体が萌木色に色づ
きます。
散策にぴったりの季節、ぜひお散
歩にお出かけ下さい。

今月の色
【萌木色】

◆アビシルベ開館時間
　　　　　　変更のお知らせ◆

4 月よりアビシルベの開館時間が
変わりました。
金曜日・土曜日も 18：00 までの開館
となりますので、ご利用の際はお気を

付け下さい。
また、年末年始（12/29 ～ 1/3 まで）を休館
とさせていただきます。皆さまのご理解とご
協力をよろしくお願いいたします。

市民スタッフによる朗読とピアノ演奏を
お楽しみいただきます。朗読とピアノの
共演による新しい朗読のスタイルでお送
りします。志賀直哉「『和解』を読む」
最終回です。

5月14日（火）～17日（金）は臨時休館となります。

てがたん 鳥の博物館周辺で、さまざまな季節の生き物を観察する
散歩感覚の自然観察隊です。毎月第二土曜日に開催しています。

「歌で楽しむ自然観察」

時間：10：00 ～12：00
集合場所：鳥の博物館玄関（雨天中止）
参加費：高校生以上100 円（保険料として）
申込：不要

講師：茂田良光さん（（公財）山階鳥類研究所客員研究員）

「日本に飛んでくる
　　ハマシギの亜種はどれ？」

526
日

6 8
土

5 18
土

14：00 ～15：30
（途中休憩あり）

杉村楚人冠記念館 テーマ展示「てがみ展　～お悔やみのてがみ～」

お悔やみを伝える手段といえば今では弔電が一般的で、

てがみでお悔やみを伝えることは少なくなっているのではないでしょうか。

かつてのてがみでのお悔やみの表し方を、この展示でのぞいてみましょう。

和歌を添えたお悔やみ

昔の人は、鳥の声や咲く花で四季の移り変わりを
知りました。
身近な歌の詞の中に、鳥や動植物の名前を探して
みましょう。

日本に渡来するシギ・チドリ類の中でもなじみの
深いハマシギは、世界で１０ほどの亜種が知られて
います。日本に冬鳥または旅鳥として渡来するハマ
シギはどのあたりで繁殖する何という亜種が飛来す
るのでしょうか？ カラーフラッグによる調査や形態
の研究などからわかったことをお話しします。

ア
ビ
シ
ル
ベ
月
間
予
定

※17日は展示を行いません

エキゾチックアニマルカフェ＆バー「パライゾ」

HULALOHA’ eha（フラロハ エハ）Enjoy 手賀沼！
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所 手賀沼公園（JR 我孫子駅南口より徒歩約10 分）
問 フラロハ エハ事務局 Tel.080-7185-1173　※イベント当日は通話できません。

所 JR 成田線湖北駅北口周辺
問 ほくほく北まつり実行委員会Tel.04-7188-2352

所 我孫子市手賀沼親水広場 水の館（千葉県我孫子市高野山新田193）
問 我孫子市手賀沼親水広場 水の館（施設利用窓口）Tel.04-7184-0555

所 あびこ農産物直売所「あびこん」（千葉県我孫子市高野山新田193）Tel.04-7168-0821問

問 我孫子市 手賀沼課 Tel.04-7185-1111（内 26-467）
〈前日・当日〉 Tel.080-7962-5074

所 手賀沼親水広場／鳥の博物館

6 1
土

9:00～15:309:00～15:30

※入場無料
※雨天決行

（一部中止・変更あり）

※入場無料
※雨天決行

（一部中止・変更あり）

http://abiko-city.jp/enjoy-teganuma/http://abiko-city.jp/enjoy-teganuma/

日
5 12

当日は、
鳥の博物館

水の館プラネタリウム
入館無料です。

エキゾチックアニマルカフェ＆バー
「パライゾ」 HULALOHA’eha

詳細はホームページをご覧ください。

5月11日（土）～6月9日（日）
「我孫子アートな散歩市」は、アートをめぐる
「市」です。美術や工芸品の販売はもちろん、
音楽イベントや史跡、公園での美術展など
様々な催しでプログラムされ、アートによる我孫子の再発見と、地域の人々の交流
をめざしています。やすらぎや癒しを与えてくれる景観～ヒーリングランドスケープ
～を備えたこの街でアートを巡る散歩をお楽しみください。
期間中、我孫子市内各所でイベントや展示が開催されます。
詳細はパンフレットをご覧ください。（アビシルベで配布しております。）

問 我孫子アートな散歩市
企画委員会事務局
Tel.090-4206-6242

（関谷さん）

6 8
土

6 2
日

14：00 ～19：00
※荒天中止
14：00 ～19：00
※荒天中止

ほくほく北まつりほくほく北まつり

普段は道路として使われている場所が広場になる！「路上にゴロゴロ」して非日常
を体感して下さい。和太鼓やダンス・バンド演奏・河童音頭のステージイベントや、
キックターゲットなど体を動かす遊びもいっぱい！ もちろん市内商業者の出店もあ
りますよ。
毎年恒例のビンゴ大会を今年も開催！ 当日販売のカード（1枚 200 円税込）に加え、
開催前日より駅前通りの「山田屋精肉店」でカード引換券を販売します。ハズレな
しなのが嬉しいですね。雨天でおまつりが中止になってもビンゴ大会は開催します
ので、お見逃しなく！

普段は道路として使われている場所が広場になる！「路上にゴロゴロ」して非日常
を体感して下さい。和太鼓やダンス・バンド演奏・河童音頭のステージイベントや、
キックターゲットなど体を動かす遊びもいっぱい！ もちろん市内商業者の出店もあ
りますよ。
毎年恒例のビンゴ大会を今年も開催！ 当日販売のカード（1枚 200 円税込）に加え、
開催前日より駅前通りの「山田屋精肉店」でカード引換券を販売します。ハズレな
しなのが嬉しいですね。雨天でおまつりが中止になってもビンゴ大会は開催します
ので、お見逃しなく！

6 1
土

6 2
日

あびこん創業祭
今年は 2日間開催！
野菜が集まる「あびこん」で
美味しい 2日間をお楽しみください。

10：00 ～14：00
※雨天決行
　荒天中止

①11：00 ～
②13：00～

おまつり
スタンプラリー
対象

水の館リニューアルオープン3周年記念

星空CD演奏会　テーマ「宇宙・星」
テーマに合わせた曲を聴きながら、日の入りから満天の星、
そして夜明けまでを体験いただきます。CD 演奏会ならでは
の演出と生解説にもご期待ください！

星空解説：
駒井仁南子さん

開演1時間前に水の館 3F手賀沼課（自動販売機）にて
チケットの販売を開始します。
定員：各回当日先着 50人
費用：300 円
※当日の定時上映はお休みとなります。

その他にも、チンチラやハリネズミなど個性的豊かな生き物が勢ぞろい！ ここまで、かわいい生き物を紹介しましたが
「エキゾチック」というだけあって一部のケースにはトカゲや蛇、ワニにカメなども！
ゆったり動く姿を観察するのも楽しいです。生き物を触ってみたい時はスタッフにお声掛けください。

※天候等により内容を変更・中止することがあります。

＜両日開催＞
・毎年恒例！ 大根君と勝負「大根おろし競争」
　誰よりも早く大根をおろして、豪華賞品をゲット！
・知って得する「野菜ソムリエの耳よりお野菜情報」
・ポップコーン プレゼント！

＜両日開催＞
・毎年恒例！ 大根君と勝負「大根おろし競争」
　誰よりも早く大根をおろして、豪華賞品をゲット！
・知って得する「野菜ソムリエの耳よりお野菜情報」
・ポップコーン プレゼント！

＜6/1（土）＞
豚汁サービス　
先着 200 名
10：00 ～

千葉県我孫子市我孫子
1-6-1ゼロビル1F
14：00 ～22：00
Tel.04-7157-2352
木曜日＋不定休
入場料 500 円（税抜）
＋ワンドリンクオーダー制
小学生以下のお子様だけの
入店はお断りしております。

所

営
問
休
￥

生き物だけでなく、フードも充実！
おススメは、ホットドライカレー（890円）とフィッシュ＆チップス（700円）。
豆が入ったホットドライカレーは食べごたえ抜群！ スパイシーで後を引きます。
サクサクのフィッシュ＆チップスはおつまみに！ 濃いめの味でお酒がすすみます。
一風変わった青ワイン（700円）も是非飲んでみて下さいね。
※価格は全て税抜価格です。

我孫子市内初！？ エキゾチックな生き物を眺めながらくつろげるお店が
新規オープン！
ビビッドなカラーが印象的な店内には、様々な生き物たちがいっぱい！
今回は、一部のかわいい動物たちを紹介します。

◎お店のアイドル！猫の “ニョッキ”
　はマンチカン特有の短い足が
　とってもキュート。
　とても人懐っこい男の子です。

◎フクロウの中でも特に人気のある
　メンフクロウの “パスタ”。
　ちょっと臆病ですが、つぶらな瞳が
　愛らしいです。

◎ミミズクの “ペンネ” は
　人見知り？ 目を合わせると
　くちばしをパチンッと鳴らし
　ます。

◎存在感のあるマーラは世界で
　2番目に大きいネズミの仲間。
　（1番はカピバラ）
　とても食いしん坊なんだとか。

我孫子駅我孫子駅
356

カーモンベ
イビー

カーモンベ
イビー令和元年令和元年

2019

えんじょい てがぬまえんじょい てがぬま

・水上５０センチの手賀沼ワールド！カヌーと小型ヨット体験！

・痛快アクション現代劇！テガヌマン・ショー

・人気の手賀沼サンセットのライブなど楽しめるEnjoy ステージ！

・豚汁の無料サービスや我孫子グルメ、千葉グルメが

　　全部で２０店舗以上も出店する充実のEnjoy フードコーナー！

・水上５０センチの手賀沼ワールド！カヌーと小型ヨット体験！

・痛快アクション現代劇！テガヌマン・ショー

・人気の手賀沼サンセットのライブなど楽しめるEnjoy ステージ！

・豚汁の無料サービスや我孫子グルメ、千葉グルメが

　　全部で２０店舗以上も出店する充実のEnjoy フードコーナー！

フラロハ エハ

10：00 ～17：30
※荒天翌日順延
　両日荒天中止

オープニングフラ：茨城ゴールデンゴールズＨＵＬＡチーム

我孫子がハワイになる１日！

ハワイアンショップ１２店舗に加え、ハワイアン系飲食店６店舗がやってきます。

素敵なダンスと、おしゃれな雑貨、美味しいフードで心も体もリフレッシュ！

ゲスト：カヴェナ マン

司   会：古本新乃輔

＜6/2（日）＞
「あびこグルメでまんぷくまんぷく」
市内飲食店が我孫子産の野菜を使った
ご当地グルメ開発にチャレンジ !?
11店舗の味を食べ比べてみよう！

「バードウィーク手賀沼探鳥会」
　in Enjoy 手賀沼！
「バードウィーク手賀沼探鳥会」
　in Enjoy 手賀沼！
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音楽イベントや史跡、公園での美術展など
様々な催しでプログラムされ、アートによる我孫子の再発見と、地域の人々の交流
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Tel.090-4206-6242

（関谷さん）
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土
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14：00 ～19：00
※荒天中止
14：00 ～19：00
※荒天中止

ほくほく北まつりほくほく北まつり

普段は道路として使われている場所が広場になる！「路上にゴロゴロ」して非日常
を体感して下さい。和太鼓やダンス・バンド演奏・河童音頭のステージイベントや、
キックターゲットなど体を動かす遊びもいっぱい！ もちろん市内商業者の出店もあ
りますよ。
毎年恒例のビンゴ大会を今年も開催！ 当日販売のカード（1枚 200 円税込）に加え、
開催前日より駅前通りの「山田屋精肉店」でカード引換券を販売します。ハズレな
しなのが嬉しいですね。雨天でおまつりが中止になってもビンゴ大会は開催します
ので、お見逃しなく！

普段は道路として使われている場所が広場になる！「路上にゴロゴロ」して非日常
を体感して下さい。和太鼓やダンス・バンド演奏・河童音頭のステージイベントや、
キックターゲットなど体を動かす遊びもいっぱい！ もちろん市内商業者の出店もあ
りますよ。
毎年恒例のビンゴ大会を今年も開催！ 当日販売のカード（1枚 200 円税込）に加え、
開催前日より駅前通りの「山田屋精肉店」でカード引換券を販売します。ハズレな
しなのが嬉しいですね。雨天でおまつりが中止になってもビンゴ大会は開催します
ので、お見逃しなく！
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土

6 2
日

あびこん創業祭
今年は 2日間開催！
野菜が集まる「あびこん」で
美味しい 2日間をお楽しみください。

10：00 ～14：00
※雨天決行
　荒天中止

①11：00 ～
②13：00～

おまつり
スタンプラリー
対象

水の館リニューアルオープン3周年記念

星空CD演奏会　テーマ「宇宙・星」
テーマに合わせた曲を聴きながら、日の入りから満天の星、
そして夜明けまでを体験いただきます。CD 演奏会ならでは
の演出と生解説にもご期待ください！

星空解説：
駒井仁南子さん

開演1時間前に水の館 3F手賀沼課（自動販売機）にて
チケットの販売を開始します。
定員：各回当日先着 50人
費用：300 円
※当日の定時上映はお休みとなります。

その他にも、チンチラやハリネズミなど個性的豊かな生き物が勢ぞろい！ ここまで、かわいい生き物を紹介しましたが
「エキゾチック」というだけあって一部のケースにはトカゲや蛇、ワニにカメなども！
ゆったり動く姿を観察するのも楽しいです。生き物を触ってみたい時はスタッフにお声掛けください。

※天候等により内容を変更・中止することがあります。

＜両日開催＞
・毎年恒例！ 大根君と勝負「大根おろし競争」
　誰よりも早く大根をおろして、豪華賞品をゲット！
・知って得する「野菜ソムリエの耳よりお野菜情報」
・ポップコーン プレゼント！

＜両日開催＞
・毎年恒例！ 大根君と勝負「大根おろし競争」
　誰よりも早く大根をおろして、豪華賞品をゲット！
・知って得する「野菜ソムリエの耳よりお野菜情報」
・ポップコーン プレゼント！

＜6/1（土）＞
豚汁サービス　
先着 200 名
10：00 ～

千葉県我孫子市我孫子
1-6-1ゼロビル1F
14：00 ～22：00
Tel.04-7157-2352
木曜日＋不定休
入場料 500 円（税抜）
＋ワンドリンクオーダー制
小学生以下のお子様だけの
入店はお断りしております。

所

営
問
休
￥

生き物だけでなく、フードも充実！
おススメは、ホットドライカレー（890円）とフィッシュ＆チップス（700円）。
豆が入ったホットドライカレーは食べごたえ抜群！ スパイシーで後を引きます。
サクサクのフィッシュ＆チップスはおつまみに！ 濃いめの味でお酒がすすみます。
一風変わった青ワイン（700円）も是非飲んでみて下さいね。
※価格は全て税抜価格です。

我孫子市内初！？ エキゾチックな生き物を眺めながらくつろげるお店が
新規オープン！
ビビッドなカラーが印象的な店内には、様々な生き物たちがいっぱい！
今回は、一部のかわいい動物たちを紹介します。

◎お店のアイドル！猫の “ニョッキ”
　はマンチカン特有の短い足が
　とってもキュート。
　とても人懐っこい男の子です。

◎フクロウの中でも特に人気のある
　メンフクロウの “パスタ”。
　ちょっと臆病ですが、つぶらな瞳が
　愛らしいです。

◎ミミズクの “ペンネ” は
　人見知り？ 目を合わせると
　くちばしをパチンッと鳴らし
　ます。

◎存在感のあるマーラは世界で
　2番目に大きいネズミの仲間。
　（1番はカピバラ）
　とても食いしん坊なんだとか。

我孫子駅我孫子駅
356

カーモンベ
イビー

カーモンベ
イビー令和元年令和元年

2019

えんじょい てがぬまえんじょい てがぬま

・水上５０センチの手賀沼ワールド！カヌーと小型ヨット体験！

・痛快アクション現代劇！テガヌマン・ショー

・人気の手賀沼サンセットのライブなど楽しめるEnjoy ステージ！

・豚汁の無料サービスや我孫子グルメ、千葉グルメが

　　全部で２０店舗以上も出店する充実のEnjoy フードコーナー！

・水上５０センチの手賀沼ワールド！カヌーと小型ヨット体験！

・痛快アクション現代劇！テガヌマン・ショー

・人気の手賀沼サンセットのライブなど楽しめるEnjoy ステージ！

・豚汁の無料サービスや我孫子グルメ、千葉グルメが

　　全部で２０店舗以上も出店する充実のEnjoy フードコーナー！

フラロハ エハ

10：00 ～17：30
※荒天翌日順延
　両日荒天中止

オープニングフラ：茨城ゴールデンゴールズＨＵＬＡチーム

我孫子がハワイになる１日！

ハワイアンショップ１２店舗に加え、ハワイアン系飲食店６店舗がやってきます。

素敵なダンスと、おしゃれな雑貨、美味しいフードで心も体もリフレッシュ！

ゲスト：カヴェナ マン

司   会：古本新乃輔

＜6/2（日）＞
「あびこグルメでまんぷくまんぷく」
市内飲食店が我孫子産の野菜を使った
ご当地グルメ開発にチャレンジ !?
11店舗の味を食べ比べてみよう！

「バードウィーク手賀沼探鳥会」
　in Enjoy 手賀沼！
「バードウィーク手賀沼探鳥会」
　in Enjoy 手賀沼！



白樺文学館

開館 9:30 ～16:30（入館は16:00まで）休館 月曜（祝日の場合は翌平日）　所在地：千葉県我孫子市緑 2-11-8　TEL：04-7185-2192
入館料：一般 300 円、高校・大学生 200 円、中学生以下無料、団体 20 名以上 2割引

開館 9:00 ～16:30（入館は16:00まで）休館 月曜（祝日の場合は翌平日）　所在地：千葉県我孫子市緑 2-5-5　TEL：04-7182-8578
入館料：一般 300 円、高校・大学生 200 円、中学生以下無料、団体 20 名以上 2割引

鳥の博物館

開館 9:30 ～16:30　休館 月曜（祝日の場合は翌平日）　所在地：千葉県我孫子市高野山 234-3　TEL：04-7185-2212
入館料：一般 300 円、高校・大学生 200 円、中学生以下無料、団体 20 名以上 2割引、70 歳以上の方・障がい者とその付添いの方 無料

鳥の博物館

アビプレ74号（2019年5月10日 発行）　　編集・発行／我孫子インフォメーションセンター指定管理者 株式会社エヌケイサービス　　印刷／（有）マエダ印刷4
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千葉県我孫子市の
情報発信基地
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我孫子インフォメーションセンター我孫子インフォメーションセンター

「アビシルベ」「アビシルベ」

開館時間／9:00～18:00 開館時間／9:00～18:00
休   館   日／年末年始（12/29～1/3）のみ休   館   日／年末年始（12/29～1/3）のみ

〒270-1151
      千葉県我孫子市本町2丁目1番10号  
TEL 04-7100-0014  FAX 04-7108-0014
www.abikoinfo.jp アビシルベ

我孫子駅

アビイクオーレ
イトーヨーカドー
我孫子南口店

国道 356 号

南口

・ ・
・ ・

けやきプラザ
アビシルベアビシルベ

我孫子市マスコットキャラクター
手賀沼のうなきちさん

Go to next page

abishirube または abikoinfo

アビシルベ または  @ABISHIRUBE

@abishirube または @ABISHIRUBE 

アビシルベ または abikoinfo 

最新情報はインターネットで！ 
HomePage

YouTube にて動画配信中！
●アビストde Night ★
　毎月多彩なゲストをお迎えして我孫子の
　魅力あふれる情報をお伝えしています。
●我孫子の美味しい処
　レストラン、カフェ、居酒屋、バーなど
　アビシルベのスタッフがご紹介します。
●イベント情報
　イベントやお祭りのレポやプロモなど
●うなきちパラダイス
　これを観れば振付けもバッチリ！

5／17（金）18：00～19：00
アビスト de Night☆

5／11（土）13：00～ 25（土）
第十九回我孫子アートな散歩市
「作家プロフィール展示」

＊3 館共通券：一般 600 円、高校・大学生400 円（３館とは、鳥の博物館・白樺文学館・杉村楚人冠記念館のことです。）

テーマトーク
「てがたん展」
第８3回企画展

場所：鳥の博物館 ２階 企画展示室

我孫子インフォメーションセンター
「アビシルベ」発行（月刊）

山階鳥類研究所員（鳥類研究者）による講演会です。

—第10回̶
（最終回）

白樺の調べ

「和解」を読む

LIVE !

・エキゾチックアニマルカフェ＆バー「パライゾ」
・Enjoy 手賀沼！2019
・HULALOHA’eha（フラロハ エハ） 
・あびこ農産物直売所「あびこん」創業祭
・手賀沼親水広場プラネタリウム「星空CD演奏会」
・第19回我孫子アートな散歩市
・ほくほく北まつり
・我孫子市3館イベント情報
　（白樺文学館・杉村楚人冠記念館・鳥の博物館）

5月18日（土）～7月7日（日）

開催中～6月16日（日）

時間：13：30 ～14：15（開場13：15）
会場：鳥の博物館 ２階 多目的ホール

申込：不要（当日先着５０名）
参加費：無料（入館料別途）

5／18（土）・19（日）
第十九回我孫子アートな散歩市
「作品展示・販売」

場所：白樺文学館1階ピアノサロン
定員：先着20名
参加費：無料
　　　（ただし入館料がかかります）

春先に萌え出る若葉のようなさえ
た黄緑色は、まさに新緑の季節
の色です。我孫子市内は樹木が
多いため、街全体が萌木色に色づ
きます。
散策にぴったりの季節、ぜひお散
歩にお出かけ下さい。

今月の色
【萌木色】

◆アビシルベ開館時間
　　　　　　変更のお知らせ◆

4 月よりアビシルベの開館時間が
変わりました。
金曜日・土曜日も 18：00 までの開館
となりますので、ご利用の際はお気を

付け下さい。
また、年末年始（12/29 ～ 1/3 まで）を休館
とさせていただきます。皆さまのご理解とご
協力をよろしくお願いいたします。

市民スタッフによる朗読とピアノ演奏を
お楽しみいただきます。朗読とピアノの
共演による新しい朗読のスタイルでお送
りします。志賀直哉「『和解』を読む」
最終回です。

5月14日（火）～17日（金）は臨時休館となります。

てがたん 鳥の博物館周辺で、さまざまな季節の生き物を観察する
散歩感覚の自然観察隊です。毎月第二土曜日に開催しています。

「歌で楽しむ自然観察」

時間：10：00 ～12：00
集合場所：鳥の博物館玄関（雨天中止）
参加費：高校生以上100 円（保険料として）
申込：不要

講師：茂田良光さん（（公財）山階鳥類研究所客員研究員）

「日本に飛んでくる
　　ハマシギの亜種はどれ？」

526
日

6 8
土

5 18
土

14：00 ～15：30
（途中休憩あり）

杉村楚人冠記念館 テーマ展示「てがみ展　～お悔やみのてがみ～」

お悔やみを伝える手段といえば今では弔電が一般的で、

てがみでお悔やみを伝えることは少なくなっているのではないでしょうか。

かつてのてがみでのお悔やみの表し方を、この展示でのぞいてみましょう。

和歌を添えたお悔やみ

昔の人は、鳥の声や咲く花で四季の移り変わりを
知りました。
身近な歌の詞の中に、鳥や動植物の名前を探して
みましょう。

日本に渡来するシギ・チドリ類の中でもなじみの
深いハマシギは、世界で１０ほどの亜種が知られて
います。日本に冬鳥または旅鳥として渡来するハマ
シギはどのあたりで繁殖する何という亜種が飛来す
るのでしょうか？ カラーフラッグによる調査や形態
の研究などからわかったことをお話しします。

ア
ビ
シ
ル
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月
間
予
定

※17日は展示を行いません

エキゾチックアニマルカフェ＆バー「パライゾ」

HULALOHA’ eha（フラロハ エハ）Enjoy 手賀沼！


